
 農薬使用者への影響評価ガイダンス等の一部改正について 

 

 

「農薬の登録申請において提出すべき資料について」（平成 31 年３月 29日

付け 30 消安第 6278 号農林水産省消費・安全局長通知）のうち、以下の①から

③の事項について、令和３年３月 12日の第１回農薬使用者安全評価部会で審

議し、内容をとりまとめましたので、農業資材審議会農薬分科会で審議いただ

きたい。 

 

 

① 不浸透性防除衣及び不浸透性手袋の定義の明確化について（添付資料１） 

② 農薬使用者への影響評価における経口投与以外の短期毒性試験を用いる

場合の明確化について（添付資料２） 

・欧州における経皮・吸入投与による短期毒性試験の要求状況 

（添付資料２－１） 

・米国における経皮・吸入投与による短期毒性試験の要求状況 

（添付資料２－２） 

③ １日作業面積の設定における使用回数の考え方（添付資料３） 

④ 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回） 

議事概要（添付資料４） 

令和３年３月 24 日 農業資材審議会農薬分科会（第 24回） 資料４ 
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不浸透性防除衣及び不浸透性手袋の定義の明確化について（案） 

 

 

１．背景 

今般導入した農薬使用者への影響評価法では、農薬の暴露量が毒性試験の結果に基づき

設定される指標値を超えない場合に登録できることとしている。農薬の暴露量の算出に当

たっては、各種防護装備を着用して暴露量を低減できることとしており、防護装備による

暴露量の低減率（透過率）は、欧州の暴露量調査の結果に基づいた値を採用することで決

定 している（参考：表 1 及び 2）。 
農薬用マスク及び防護マスクについては、既に、農薬の登録申請において提出すべき資

料について（平成 31 年３月 29 日付け 30 消安第 6278 号農林水産省消費・安全局長通知）

（以下「通知」という。）において、性能の区分が明確にされる（参考：表 1）とともに、

現場の指導においても「農薬散布に使用するマスクの手引き」1が作成、利用されているも

のの、不浸透性防除衣及び不浸透性手袋については、性能の区分が明確になっていない。 
我が国の評価法では欧州の透過率を採用しているため、欧州の防護装備の規格と同等な

国内規格を調査し、農薬使用時に着用する 不浸透性防除衣及び不浸透性手袋の性能を明

確にする。 
 
 
２．欧州における防護装備の規格と我が国の防護装備の規格の比較について 
 欧州で使用されている防護服及び防護手袋の規格としては、EN 14605 等（化学防護服）

及び EN 374（化学防護手袋）がある。これらに対応する国際規格としては、ISO 16602（化

学防護服）及び ISO 374（化学防護手袋）が、国内規格としては、JIS T8115（化学防護服）

及び JIS T8116（化学防護手袋）がある。我が国における農薬使用時の防護装備を選ぶうえ

で適切な条件を明確にするため、対応する EN 規格、ISO 規格及び JIS 規格について比較

を行った。 
  
（１）不浸透性防除衣 

暴露する化学物質の形態と暴露量に対応して、化学防護服は、タイプ１～６に分類

されるが、農薬散布に用いるものとしてはタイプ３～６が適しており、欧州で使用さ

れている実態がある 2。EN 規格、ISO 規格及び JIS 規格におけるタイプ３～６の化学

防護服を比較したところ、３つの規格には、耐透過性及び耐破裂性について差異があ

 
1 農薬散布に使用するマスクの手引き（URL：http://www.nikkunkyo.or.jp/mask/mask.pdf） 
2 Bystanders, Residents, Operators and Workers Exposure models for plant protection products (BROWSE), seventh EU framework 

programme; 2014. (URL : https://secure.fera.defra.gov.uk/browse/openFile.cfm?dir=deliverables&name=ReserveFund3.pdf) 

令和３年３月 24日 農業資材審議会農薬分科会（第 24回） 

令和３年３月 12日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回）（決定） 

 添付資料１ 
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るものの、内容はほぼ同じであった（別紙）。 

 

表１：化学防護服の規格の比較 
規格の種類 EN 規格 ISO 規格 JIS 規格 

化学防護服 14605:2005(ﾀｲﾌﾟ 3、4)a 

13982:2004(ﾀｲﾌﾟ 5)b,c 

13034:2005(ﾀｲﾌﾟ 6)d 

(14325 に規定される

試験法に基づきタイプ

別に上記規格を規定) 

16602:2007e T8115:2015f 

化学防護服の分類 

タイプ１a 

タイプ１b  気密服（Gas-tight） 

タイプ１c 

タイプ 2：陽圧服（Non-gas -tight） 

タイプ 3：液体防護用密閉服（Liquid-tight） 

タイプ 4：ｽﾌﾟﾚｰ防護用密閉服（Spray-tight） 

タイプ 5：微粒子防護用密閉服（airborne solid） 

タイプ 6：ﾐｽﾄ防護用密閉服（liquid chemicals） 

（性能の高低） 

a EN 14605 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-
tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) 

b EN ISO 13982-1 Protective clothing for use against solid particulates -- Part 1: Performance requirements for chemical protective 
clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) 

c EN ISO 13982-2 Protective clothing for use against solid particulates -- Part 2: Test method of determination of inward leakage of 
aerosols of fine particles into suits 

d EN 13034 Protective clothing against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing offering 
limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) 

e ISO 16602 Protective clothing for protection against chemicals -- Classification, labelling and performance requirements 
f JIS T8115 化学防護服 

 

合わせて、ISO 規格及び JIS 規格には、EN 規格には採用されていない液状農薬散布

者用の防護服の規格（ISO27065 及び JIS T8126）がある。JIS T8115（化学防護服）と

JIS T8126（液状農薬散布者が使用する防護服）を比較すると、両規格ともに、完成品、

材料及び縫合部についての要求事項を設定し、各々について、浸透性、透過性等の性

能試験を実施することとしている。各試験法や評価法には両規格で差異があるものの、

JIS T8126（液状農薬散布者が使用する防護服）の完成品の要求事項には、タイプ４の

化学防護服で要求される高レベルスプレー試験（ISO17491-4 のＢ法）が含まれるなど、

JIS T8126 に適合した防護服も JIS T8115 と同様に農薬散布に適すると考えられる。 
現時点では、ISO27065 の最新の改定内容が反映されていないが、今後、JIS 規格を

ISO 規格に合わせる改正がなされる予定である。 
我が国における防護服の流通状況としては、メーカーのカタログを調査した限りで

あるが、T8115 等、表 1 に示す化学防護服の規格に適合した製品は容易に確認できる。

 

高 

低 
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表 2 に示す液状農薬散布者用の防護服の規格に適合した製品は確認できていないが、

農薬を使用する際の不浸透性防除衣として、JIS T8126 に適合した防護服も適当と明確

化することで、当該規格に適合した製品が流通することが期待される。 
 
 
表２：液状農薬散布者が使用する防護服の規格の比較 
規格の種類 EN 規格 ISO 規格 JIS 規格 
液状農薬散

布者が使用

する防護服 

なし 27065:2017a T8126:2014b 

－ 

 

Level C3 

Level C2 

Level C1 

レベル 3 

レベル 2 

レベル 1b 

レベル 1a 
a ISO 27065 Protective clothing — Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for 

re-entry workers 
b JIS T8126 液状農薬散布者が使用する防護服の性能要求事項 
 
（２）不浸透性手袋 

化学防護手袋については、EN 規格が ISO 規格を採用している状況である。JIS 規格

との内容に差異が生じているものの、性能面については、耐透過性の評価法が EN 及

び ISO規格では標準透過速度1.0 μg/㎠・minに達するまでの時間で分類するのに対し、

JIS 規格では 0.1 μg/㎠・min で分類しており、JIS 規格の要求を満たしていれば、EN 及

び ISO 規格の要求を満たすと考えられる。 
 

表３：化学防護手袋等の規格の比較 

規格の種類 EN 規格 ISO 規格 JIS 規格 
化学防護手袋 EN ISO：374:2016a-e JIS T 8116f 

化学防護手袋の分類（例：EN ISO 374-1） 
Type A 
Type B 
Type C 

タイプ分け

による分類

なし 

a EN ISO 374-1 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance 
requirements for chemical risks 

b EN ISO 374-2 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 2: Determination of resistance to 
penetration 

c EN 16532 Determination of material resistance to permeation by chemicals. Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals 
under conditions of continuous contact 

d EN ISO 374-4 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 4: Determination of resistance to 
degradation by chemicals 

e EN ISO 374-5 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 5: Terminology and performance 
requirements for micro-organisms risks 

f JIS T8116 化学防護手袋 

 

 
高 

低 

 

高 

低 

 
高 

低 
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３．農薬を使用する際に着用する防護装備の選択に当たっての留意事項 
（１）不浸透性防除衣 

 JIS T8115 では、化学物質が暴露する形態によって、対応する化学防護服のタイプは

２種類に分かれる。化学物質が粉体で暴露する場合は、タイプ５が対応し、液体で暴

露する場合は、タイプ３、４及び６が対応する。また、化学物質を防ぐ性能は、タイ

プ６からタイプ３に従って高くなるが、快適性の低下や農薬使用者が受ける熱ストレ

ス等による負の影響がある。そのため、化学防護服のタイプを選ぶに当たっては、防

護性能に加えて快適性等も考慮する必要があり、液状で農薬を散布する際にはタイプ

６を、固体で農薬（粉剤、粒剤等）を散布する際にはタイプ５を基本に、必要に応じ

て、タイプ４や３の化学防護服を選ぶことが重要である。 
 JIS T8126 については、レベル１からレベル３に従って農薬の暴露量を低減する性能

は高くなるものの、快適性はレベル１からレベル３に従って低くなる。このため、レ

ベル１を基本とし、必要に応じて、レベル２や３の防護服を選ぶことが重要である。 
 

（２）不浸透性手袋 
化学防護手袋の選択に当たっては、取扱説明書等に記載された試験化学物質に対す

る耐透過性クラスを参考として、使用する農薬及び作業時間に応じた耐透過性を有し、

作業性の良いものを選ぶことが重要である。我が国の農薬散布の現状を考えると、製

剤原液を扱う調製時は短時間であり、長時間暴露する散布作業では一般的に大量の水

で希釈した散布液を取り扱うことを考慮すれば、基本的に農薬ごとのクラスを指定す

るための耐透過性に関するデータを求める必要はないと考えるが、その農薬の物理化

学的性質から必要と認められる場合で、参考となる情報がある場合にはクラスを指定

することも検討する。 
なお、JIS T8116 では、耐透過性を、クラス１（平均標準破過点検出時間 10 分以上）

からクラス６（平均標準破過点検出時間 480 分以上）の６つのクラスに区分している。 
 

表４：耐透過性の分類 
クラス 平均標準破過点検出時間（分） 
６ ＞４８０ 
５ ＞２４０ 
４ ＞１２０ 
３ ＞６０ 
２ ＞３０ 
１ ＞１０ 
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４．方針（案） 
欧州における規格及び ISO 規格と我が国における規格を比較した結果、我が国における

農薬使用時に着用する防護装備(不浸透性防除衣および不浸透性手袋)については、以下の

方針で明確化してはどうか。 
①不浸透性防除衣については、JIS T8115（化学防護服）又は JIS T8126（液状農薬散布

者が使用する防護服）に適合した防護服と同等な性能を有する防護服であることが

望ましい。特に、化学防護服については、液状で農薬を散布する場合にはタイプ６

以上の性能を有し、固体で農薬を散布する場合にはタイプ５以上の性能を有する化

学防護服であることが望ましい。 
②不浸透性手袋については、JIS T8116（化学防護手袋）に適合した化学防護手袋と同

等な性能を有する化学防護手袋であることが望ましい。 
上記と合わせて、対応する EN 規格及び ISO 規格に適合した化学防護服及び化学防護

手袋についても、我が国でも農薬使用時に着用できるとして差し支えない。なお、JIS 規

格と対応する EN 規格及び ISO 規格は表５のとおりである。 
 

表５：JIS 規格に対応する EN 規格及び ISO 規格 
防護装備の種類 JIS 規格 EN 規格 ISO 規格 

化学防護服 
・JIS T8115 ・EN 14605(ﾀｲﾌﾟ 3, 4) 

・EN 13982 (ﾀｲﾌﾟ 5) 
・EN 13034 (ﾀｲﾌﾟ 6) 

・ISO 16602 

液状農薬散布者

が使用する防護

服 

・JIS T8126 
なし 

・ISO 27065 

化学防護手袋 

・JIS T8116 ・EN ISO 374-1 
・EN ISO 374-2 
・EN 16532 
・EN ISO 374-4 
・EN ISO 374-5 

 
上記方針（案）を受けた、通知の別紙１の別添４「防護装備の装着による暴露低減率

（防護装備の透過率）」の改正案は次のとおり。 
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防護装備の着用による暴露低減率（防護装備の透過率）の改正案 

 
（下線部分は変更部分） 

防護装備 定義 
暴露経路/ 
防護部位 

透過

率 

長ズボン・長袖の作業衣 
（標準作業衣） 

・布地で作製された長ズボン・長袖の上着からなる

作業衣。 
経皮暴露 /
身体*のみ 

10% 

不浸透性防除衣 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を

有する布地で作製された長ズボン・長袖の上着

からなる作業衣。 
・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服 又は JIS 

T8126 液状農薬散布者が使用する防護服）に適

合した 防護服又はそれと同等な性能を有する防

護服 が望ましい。 
・JIS T8115 に適合した化学防護服については、液

状で農薬を散布する場合にはタイプ６以上の性

能を有し、固体で農薬を散布する場合にはタイ

プ５以上の性能を有する化学防護服であること

が望ましい。 
・JIS T8115 と同等な規格として、ISO 16602 並び

に EN 14605（タイプ３及び ４）、EN 13982（タ

イプ５）及び EN 13034（タイプ６）があり、JIS 
T8126 と同等な規格として、ISO 27065 がある。 

経皮暴露 /
身体*のみ 

5% 

不浸透性防除衣 
＋フード 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を

有する布地で作製された長ズボン・フード付き

の長袖の上着からなる作業衣。 
・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服 又は JIS 

T8126 液状農薬散布者が使用する防護服）に適

合した 防護服又はそれと同等な性能を有する防

護服 が望ましい。 

経皮暴露 /
身体*のみ 

5% 
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・JIS T8115 に適合した化学防護服については、液

状で農薬を散布する場合にはタイプ６以上の性

能を有し、固体で農薬を散布する場合にはタイ

プ５以上の性能を有する化学防護服であること

が望ましい。 
・JIS T8115 と同等な規格として、ISO 16602 並び

に EN 14605（タイプ３及び ４）、EN 13982（タ

イプ５）及び EN 13034（タイプ６）があり、JIS 
T8126 と同等な規格として、ISO 27065 がある。 

経皮暴露 /
頭部のみ 

50% 

不浸透性防除衣 
＋フード 
＋保護面 

＜不浸透性防除衣＞ 
・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を

有する布地で作製された長ズボン・フード付き

の長袖の上着からなる作業衣。 
・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服 又は JIS 

T8126 液状農薬散布者が使用する防護服）に適

合した 防護服又はそれと同等な性能を有する防

護服 が望ましい。 
・JIS T8115 に適合した化学防護服については、液

状で農薬を散布する場合にはタイプ６以上の性

能を有し、固体で農薬を散布する場合にはタイ

プ５以上の性能を有する化学防護服であること

が望ましい。 
・JIS T8115 と同等な規格として、ISO 16602 並び

に EN 14605（タイプ３及び ４）、EN 13982（タ

イプ５）及び EN 13034（タイプ６）があり、JIS 
T8126 と同等な規格として、ISO 27065 がある。 

＜保護面＞ 
・飛散する粉塵、薬液飛沫などに顔面がさらされ

ないようにするための器具。防災面ともいう。

頭部に直接かぶるタイプのもの、ヘルメットに

取り付けるタイプのものをいう。 

経皮暴露 /
身体*のみ 

5% 

経皮暴露 /
頭部のみ 

5% 

不浸透性手袋 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質を

有する素材で作製された手袋。 
・日本工業規格（JIS T8116 化学防護手袋）に適合

した手袋 又はそれと同等な性能を有する手袋 が

望ましい。 

経皮暴露 /
手のみ 

液体 
10 % 
固体 
5 % 
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・JIS T8116 と同等な規格として、EN ISO 374 があ

る。 

農薬用マスク（DL1） 
農薬用マスク（DS1） 
防護マスク（RL1） 
防護マスク（RS1） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じんマ

スク又はろ過剤を取替える方式の取替え直結式

防じんマスク。 
・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で定め

る型式検定に合格し、防じんマスクの規格（昭和

63 年労働省告示第 19 号）に適合していること。 
・ 防 じ ん マ ス ク の 性 能 に 係 る 区 分 が

DL1,DS1,RL1,RS1 の何れかに該当しているこ

と。 

吸入暴露 25% 

経皮暴露 /
頭部のみ 

80% 

農薬用マスク（DL2） 
農薬用マスク（DS2） 
防護マスク（RL2） 
防護マスク（RS2） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じんマ

スク又はろ過剤を取替える方式の取替え直結式

防じんマスク。 
・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で定め

る型式検定に合格し、防じんマスクの規格（昭和

63 年労働省告示第 19 号）に適合していること。 
・ 防 じ ん マ ス ク の 性 能 に 係 る 区 分 が

DL2,DS2,RL2,RS2 の何れかに該当しているこ

と。 

吸入暴露 10% 

経皮暴露 /
頭部のみ 

80% 

* 身体：頭部、手を除く身体 
**保護面とマスクによる経皮暴露の低減率は重複して評価しない 
***標準作業衣と不浸透性防除衣の低減率は重複して評価しない 
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（参考） 

表１ 防護装備の装着による暴露低減率（防護装備の透過率） 

防護装備 定義（参考） 
暴露経路/
防護部位 

透過

率 

長ズボン・長袖の作業衣

（標準作業衣） 
・布地で作製された長ズボン・長袖の上着から

なる作業衣。 
経皮暴露/
身体*のみ 

10% 

不浸透性防除衣 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質

を有する布地で作製された長ズボン・長袖の

上着からなる作業衣。 

・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服）に

適合した防除衣が望ましい。 

経皮暴露/
身体*のみ 

5% 

不浸透性防除衣 

＋フード 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質

を有する布地で作製された長ズボン・フード

付きの長袖の上着からなる作業衣。 

・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服）に

適合した防除衣が望ましい。 

経皮暴露/
身体*のみ 

5% 

経皮暴露/
頭部のみ 

50% 

不浸透性防除衣 

＋フード 

＋保護面 

＜不浸透性防除衣＞ 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質

を有する布地で作製された長ズボン・フード

付きの長袖の上着からなる作業衣。 

・日本工業規格（JIS T8115 化学防護服）に

適合した防除衣が望ましい。 

＜保護面＞ 

・飛散する粉塵、薬液飛沫などに顔面がさらさ

れないようにするための器具。防災面ともい

う。頭部に直接かぶるタイプのもの、ヘルメ

ットに取り付けるタイプのものをいう。 

経皮暴露/
身体*のみ 

5% 

経皮暴露/
頭部のみ 

5% 
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不浸透性手袋 

・表面に付着した液体が裏面に浸透しない性質

を有する素材で作製された手袋。 

・日本工業規格（JIS T8116 化学防護手袋）

に適合した手袋が望ましい。 

経皮暴露/
手のみ 

液体

10 % 

固体 
5 % 

農薬用マスク（DL1） 

農薬用マスク（DS1） 

防護マスク（RL1） 

防護マスク（RS1） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じ

んマスク又はろ過剤を取替える方式の取替え

直結式防じんマスク。 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で

定める型式検定に合格し、防じんマスクの規

格（昭和 63 年労働省告示第 19 号）に適合し

ていること。 

・防じんマスクの性能に係る区分が DL1,DS1, 
RL1,RS1 の何れかに該当していること。 

吸入暴露 25% 

経皮暴露/
頭部のみ 

80% 

農薬用マスク（DL2） 

農薬用マスク（DS2） 

防護マスク（RL2） 

防護マスク（RS2） 

・不織布等の素材で作製された使い捨て式防じ

んマスク又はろ過剤を取替える方式の取替え

直結式防じんマスク。 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）で

定める型式検定に合格し、防じんマスクの規

格（昭和 63 年労働省告示第 19 号）に適合し

ていること。 

・防じんマスクの性能に係る区分が DL2,DS2, 
RL2,RS2 の何れかに該当していること。 

吸入暴露 10% 

経皮暴露/
頭部のみ 

80% 

* 身体：頭部、手を除く身体 

**保護面とマスクによる経皮暴露の低減率は重複して評価しない 

***標準作業衣と不浸透性防除衣の低減率は重複して評価しない 
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表2  欧州で規定されている防護装備の透過率 
Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk 
assessment for plant protection products; EFSA Journal 2014;12(10):3874 
 

 

Table 7:  Default personal protective equipment (PPE) (modified from EFSA PPR Panel, 2010,  based 
on Gerritsen-Ebben et al., 2007; van Hemmen, 2008) 
 
Technical control/PPE item Penetration factor (by which exposure 

in absence of protection should be 
multiplied) 

Specific exposure value 

affected 
Protective (chemical-resistant) 
gloves 

Operators, liquids 10 %; operators, solids 
5 %; workers, solids 10 % 

Dermal exposure—hands only 

Working clothing or uncertified 
cotton coverall 

Operators 10 % Dermal exposure—body only 

Protective coverall (this is used 

instead of working 
clothing/uncertified cotton 
coverall) 

Operators certified protective coverall 

5 % 

Dermal exposure—body only 

Hood and visor (a)  Operators 5 % Dermal exposure—head only 

Hood  Operators 50 % Dermal exposure—head only 

RPE mask type Filter type   

Half and full 

face masks 

FP1, P1 and 

similar 

25 % Inhalation exposure 
80 % Dermal exposure—head only 

 FFP2, P2 and 

similar 

10 % Inhalation exposure 

 80 % Dermal exposure—head only 

(a): Hood and visor are considered as an alternative to the RPE. 
RPE, respiratory protective equipment. 
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（別紙） 

 
JIS T 8115 の化学防護服の要求事項と ISO・EN 規格の比較（タイプ１及び２は省略）  

化学防護服のタイプ ３ ４ ５ ６ EN規格及び ISO規格との差異 

試験項目      

完 成

品 の

性 能

要 求

事項 

耐液体浸透性 

（ジェット試験） 
○    JISにほぼ同じ 

耐液体浸透性 

（スプレー試験） 
 ○   JISにほぼ同じ 

耐浮遊固体粉じん浸

透性 
  ○  JISにほぼ同じ 

耐ミスト浸透性 

（スプレー試験 A

法） 

   ○ JISにほぼ同じ 

実用性能 ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 

材 料

の 性

能 要

求 事

項 

耐透過性 ○ ○   

ENでは 

・累積透過質量での評価を推奨 

・累積透過質量の評価法が異な

る 

・透過速度の分類では、1.0μg/

㎠/min を使用 

ISOでは 

・透過速度の分類は追加試験の

位置付け 

（JIS では選択可能な代替試験

の位置付け） 

・透過速度 0.1μg/㎠/min に加

えて、1.0μg/㎠/min による

試験も選択可能 

（JISでは、0.1μg/㎠/minによ

る試験の項目のみを採用） 

液体浸透圧力  ○   JISにほぼ同じ 

耐微粒子浸透性    ○ JISにほぼ同じ 

液体反発性    ○ JISにほぼ同じ 

引張強さ ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 
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化学防護服のタイプ ３ ４ ５ ６ EN規格及び ISO規格との差異 

引裂強さ ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 

突刺強さ ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 

破裂強さ ○ ○  ○ ENでは、破裂強さの評価がない 

摩耗強さ ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 

屈曲強さ ○ ○  ○ JISにほぼ同じ 

縫 合

部 ・

一 体

形 部

材 の

性 能

要 求

事項 

縫合部強さ 
クラス 

≧1 

クラス 

≧1 

クラス 

≧1 

クラス 

≧1 
JISにほぼ同じ 

縫合部耐透過性 
クラス 

≧3 

クラス 

≧1 
  

ENではタイプ３でも、クラス１以

上で可。ただし、試験法・評価法

が異なる 

縫合部液体浸透圧力  クラス 

≧3 
  JISにほぼ同じ 

〇：要求項目 

  

 

＜EN 規格と JIS 規格における耐透過性の差異について＞ 
EN 規格と JIS 規格では透過性の分類に用いる標準透過速度は異なるものの、JIS T8115

の付属書 E（参考）では、既に EN14325 に基づき分類されている化学防護服については、

以下の表に示されているとおり、ISO/JIS のクラスを導くことは可能としている。 
したがって、EN 規格に適合していれば、JIS 規格の要求を満たすと考えられる。 

 

表 EN 14325 と ISO 16602 との耐透過性の分類の比較 

EN 14325 

クラス X 

破過時間 

（分） 

ISO 16602 

クラス Y 

累積透過質量 

（μg/㎠） 

６ ＞480 ４ 120分後でも確実に 150未満 

５ ＞240 ４ 120分後でも確実に 150未満 

４ ＞120 ４ 120分後でも確実に 150未満 

３ ＞ 60 ３ 60分後でも確実に 150未満 

２ ＞ 30 ２ 30分後でも確実に 150未満 

１ ＞ 10 １ 10分後でも確実に 150未満 
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農薬使用者への影響評価における経口投与以外による短期毒性試験の 

取扱いの明確化について（案） 

 
 
１．背景 
 農薬使用者は農薬散布作業において、通常、皮膚及び吸気を経由して農薬に暴露する。

今般、我が国に導入した農薬使用者への影響評価では、欧州と同様、経皮及び吸気の両経

路からの農薬暴露量を体内に吸収された量として合算し、農薬使用者暴露許容量（AOEL）
及び急性農薬使用者暴露許容量（AAOEL）と比較する枠組みとしている。通常、経口投与

の短期毒性試験に基づき AOEL や AAOEL を設定するとしているが、経皮又は吸入投与に

よる毒性試験において、経路特異的な作用が認められた場合等には、その他の試験を用い

ることが適切な場合がある。現状、我が国の経口以外の投与経路による短期毒性試験の要

求状況は、経皮投与については 21 日間反復毒性試験を、吸入経路については 90 日間反復

毒性試験を条件付きで要求しており、経路間で試験期間が異なる状況にある。 
このような状況を受けて、評価に当たって必要な短期毒性試験を明確にするための検討

を行う。なお、検討に当たっては、不要な動物試験を実施させないため、欧米における要

求状況も参考にする。 
 
 
２．欧米における経口以外の投与経路による短期毒性試験の要求状況 
（１）経皮投与毒性試験 

欧州と米国で、経皮投与による短期毒性試験としては、21/28 日間及び 90 日間反復

経皮投与毒性試験が採用されているが、その要求状況は異なる（表１）。 
欧州は我が国と同様の農薬使用者への影響評価法の枠組みを取っており、評価に必

要と判断される場合において、28 日間及び 90 日間反復経皮投与毒性試験を専門家の

判断により要求できる形としている（所謂、ケースバイケースの判断）（詳細：添付資

料２－１）。 
他方、米国の評価法は欧州及び我が国の評価法とは異なり、原則、経皮経路と吸入

経路を個別に評価することとなっているため、反復経皮投与毒性試験の実施が必須と

なっている。ただし、ガイダンス 1を確認すると、反復経皮投与試験の必要性の判断に

ついては、対象物質の毒性プロファイル、農薬としての使用方法等の情報に基づき、

 
1 Part 158 Toxicology Data Requirements: Guidance for Neurotoxicity Battery, Subchronic Inhalation, Subchronic Dermal and 

Immunotoxicity Studies 

 

令和３年３月 24日 農業資材審議会農薬分科会（第 24回） 

令和３年３月 12日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回）（決定） 

添付資料２ 

 

15



  

 
 

証拠の重み付け（Weight Of Evidence; WOE）アプローチを用いると記載されており、

実質、専門家の判断による要求であると考えられる（詳細：添付資料２－２）。食用作

物へ使用する場合には、原則、21/28 日間の試験が要求され、90 日間の試験について

は、①皮膚経路が主要な暴露経路になる場合又は②有効成分が経皮経路と経口経路で

異なって代謝され、代謝物に毒性がある場合に要求される。非食用作物のみに使用す

る農薬については、90 日間反復経皮投与毒性試験を必須で要求しているが、化学物質

の毒性又は暴露プロファイルによっては、専門家の判断により、21/28 日間反復経皮

投与毒性試験で十分であるとされる場合もある。 
 

表１：農薬登録をする場合に必要な反復経皮投与毒性試験成績の比較（原体） 

試験項目 日本 欧州 
米国 

食用 非食用 
21/28日間反復経皮投与毒性試験 △a △b ○ × 

90 日間反復経皮投与毒性試験 × △b △c ○ 
○：原則要求，△：条件付き要求，×：要求せず 
a：急性経皮毒性試験の結果から、他の暴露経路による急性毒性に比べ著しく強い経皮毒性が認めら

れる場合は、試験成績の提出を要する。 
b：追加の経皮試験は専門家の判断で要求される。 

（なお、強い刺激物の場合は追加の経皮試験は要求されない） 
c：次の基準の何れかに適合する場合 
 (i) 皮膚経路が主要な暴露経路になる場合 
 (ii)経皮暴露により 経口と異なって代謝され、当該代謝物に毒性がある場合 

 
（２）吸入毒性試験 

欧州と米国で、短期毒性試験における反復吸入毒性試験の要求状況は異なるが、ど

ちらの評価においても条件付きの要求となっている（表２）。 
欧州においては、対象剤の性質から吸入暴露の可能性が高い場合等、評価に必要と

判断される場合において、28 日間及び 90 日間反復吸入毒性試験を専門家の判断によ

り要求できる形としている（詳細：添付資料２－１）。 
他方、米国では、反復吸入暴露の可能性がある場合、90 日間反復吸入毒性試験を要

求しているが、ガイダンス を確認すると、暴露量や暴露期間を考慮の上で、90 日間よ

り短い試験期間（例えば、28 日間）であっても、評価上、十分な場合があるとされて

いる（詳細：添付資料２－２）。 
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表２：農薬登録をする場合に必要な反復吸入投与毒性試験成績の比較（原体） 
試験項目 日本 欧州 米国 

28 日間反復吸入毒性試験 × △b × 

90 日間反復吸入毒性試験 △a △b △c 

○：原則要求，△：条件付き要求，×：要求せず 
a：急性吸入毒性試験の結果から、他の暴露経路による急性毒性に比べ著しく強い吸入毒性が認めら

れる場合は、試験成績の提出を要する。また、90 日間反復経口投与毒性試験の条件付き要求の内

容において、「くん蒸剤等、有効成分の揮発性が高い農薬については、本試験に代えて 90 日間反

復吸入毒性試験を提出することができる」としている。 
b：揮発性の有効成分(蒸気圧が > 1 ×10 –2Pa)については、吸入暴露による短期試験は、専門家の判断

に基づき要求される 
c：ガス、蒸気あるいはエアゾールのように農薬への重要な反復吸入暴露の可能性がある場合 

 
 
３．我が国で経口投与以外の短期毒性試験を評価に用いる場合のデータ要求の明確化（案） 

欧州及び米国ともに、経口以外の投与経路による反復毒性試験については、実質、事前

相談での専門家の判断により、評価対象物質の毒性プロファイル、農薬としての暴露経路

等を考慮し、条件付きでデータ要求している。 
他方、我が国では、農薬の登録申請において提出すべき資料について（平成 31 年３月

29 日付け 30 消安第 6278 号農林水産省消費・安全局長通知）（以下「通知」という。）にデ

ータ要求を定めているが、申請前に専門家の意見を聞くということが困難な状況を鑑みる

と、要求条件に専門家の判断となる旨を明記することは、現状にそぐわないと考えられる。 
このような状況を受けて、新たに通知に追加する毒性試験成績及び要求条件は、以下の

①から⑥を踏まえて、表３のとおりとしてはどうか。 
① 食品以外からの暴露評価に必要な毒性試験として、経皮投与については 90 日間反

復経皮投与毒性試験を、吸入投与については 28 日間反復吸入毒性試験を通知に追

加する。 
② 既に海外で実施された試験の成績を受け入れるなど不要な動物試験を発生させな

いためにも、国際的に合意された試験方法を採用することが重要である。そのため、

90 日間反復経皮投与毒性試験については、OECD Test No.411: Subchronic Dermal 
Toxicity: 90-day Study を、28 日間反復吸入毒性試験については、OECD Test No.412: 
Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study を試験方法として採用する。 

③ 導入した評価法の枠組みを鑑み、経皮投与及び吸入投与による短期毒性試験につ

いては、条件付き要求とする。 
④ 条件付き要求の内容については、現状の内容、すなわち、より投与期間の短い毒性

試験結果に基づき他の投与経路に比べ著しい毒性が認められる場合に、より投与

期間の長い毒性試験を求めることとする。 
⑤ ただし、くん蒸剤については、暴露経路を考慮し、90 日間反復吸入毒性試験成績
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の提出が必須であることを明記する。具体的には、90 日間反復吸入毒性試験の内

容に「くん蒸剤等、有効成分の揮発性が高い農薬の場合は、試験成績の提出を要す

る」旨を記載する。なお、90 日間反復経口投与毒性試験の条件付き要求の内容の

「くん蒸剤等、有効成分の揮発性が高い農薬については、本試験に代えて 90 日間

反復吸入毒性試験を提出することができる」旨の記載は削除する。 
⑥ 既に、90 日間反復投与毒性試験を実施していた場合は、より短い投与期間の試験

を新たに実施する必要がないことを明確にするため、経皮及び吸入経路ともに、90
日間反復投与毒性試験を提出する場合には、21/28 日間反復投与毒性試験成績の提

出が不要であることを明記する。 
 

通知の条件付き要求の内容では、急性毒性試験の結果に基づき、短期毒性試験を求める

こととなっているが、急性毒性の観点では同等なものの、海外の評価等で経路特異的な毒

性が知られている、特殊な使用方法で暴露経路が限定されるなど、経口以外の投与経路に

よる短期毒性試験の結果が評価に必要な場合が想定される。このため、対象物質の毒性プ

ロファイル、農薬としての暴露経路等を考慮し、急性毒性試験の結果から経路特異的な毒

性が疑われない場合であっても、評価に当たっては、ケースバイケースで経皮又は吸入投

与による短期毒性試験等の必要な試験を追加で要求することとしてはどうか。 
 
上記方針案を受けた通知改正案は別紙のとおり。 
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表３：短期毒性における反復経皮・吸入投与毒性試験の要求 
試験成績 提出の要否 条件付き要求（△）の内容（案） 

21/28日間反復経皮投与毒

性 
△ 

急性経皮毒性試験の結果から、他の暴露経路

による急性毒性に比べ著しく強い経皮毒性が

認められる場合は、試験成績の提出を要する。 
ただし、90 日間反復経皮投与毒性試験成績を

提出する場合は、提出を要しない。 

90 日間反復経皮投与毒性 △ 

21/28 日間反復経皮投与毒性試験の結果から、

他の暴露経路による短期毒性に比べ著しく強

い経皮毒性が認められる場合は、試験成績の

提出を要する。 

28 日間反復吸入毒性 △ 

急性吸入毒性試験の結果から、他の暴露経路

による急性毒性に比べ著しく強い吸入毒性が

認められる場合は、試験成績の提出を要する。 
ただし、90 日間反復吸入投与毒性試験成績を

提出する場合は、提出を要しない。 

90 日間反復吸入毒性 △ 

28 日間反復吸入毒性試験の結果から、他の暴

露経路による短期毒性に比べ著しく強い吸入

毒性が認められる場合又はくん蒸剤等、有効

成分の揮発性が高い農薬の場合は、試験成績

の提出を要する。 
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（別紙） 

通知の改正（案） 

 
 
１．通知の第１の５の（２）の①の改正（案） 

（下線部分は改正部分） 
（２）急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他

の毒性に関する試験成績（規則第２条第１項５号ロ） 
① 有効成分の評価に用いる試験成績 
ア 急性経口毒性 
イ 急性経皮毒性 
ウ 急性吸入毒性 
エ 皮膚感作性 
オ 90 日間反復経口投与毒性 
カ 28 日間反復吸入毒性 
キ 90 日間反復吸入毒性 
ク 21/28日間反復経皮投与毒性 
ケ 90 日間反復経皮投与毒性 
コ 遺伝毒性 

A) 復帰突然変異（in vitro） 
B) 染色体異常（in vitro） 
C) 小核（in vivo） 
D) 遺伝子突然変異又は DNA 損傷（in vivo） 

サ 慢性毒性 
シ 発がん性 
ス 繁殖毒性 
セ 発生毒性 
ソ 発達神経毒性 
タ 急性神経毒性 
チ 急性遅発性神経毒性 
ツ 28 日間反復投与遅発性神経毒性 
テ 反復経口投与神経毒性 
ト 添加物及び不純物の毒性 
ナ 解毒方法又は救命処置方法 
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２．通知の表５のロの改正（案） 
（下線部分は改正部分） 

ロ 急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績 

（１）有効成分の評価に用いる試験成績   被験物質：農薬原体 

試験成績 

提出の要否 

条件付き要求（△）の内容 

食用又は飼

料用に利用

される農作

物等に使用 

食用又は飼料

用に利用され

ない農作物等

に使用 

① 急性経口毒性 〇 〇  

② 急性経皮毒性 

△ △ 

次の①又は②に該当する場合は、試験成績の提出を要しない。 

①腐食性（強酸性（おおむね pH 2 以下）又は強アルカリ性（おおむね pH 11.5

以上）等）を有すると認められる場合 

②急性経口毒性において半数致死量が 2,000 mg/kg 体重を超える場合 

③ 急性吸入毒性 〇 〇  

④ 皮膚感作性 〇 〇  

⑤ 90 日間反復経口投与毒性 
〇1 〇2 

1 の場合は 2 種の動物（通常、ラット及びイヌ）、2 の場合は 1 種の動物（通常、

ラット）に供試した試験成績の提出を要する。 

⑥ 28 日間反復吸入毒性 

△ △ 

急性吸入毒性試験の結果から、他の暴露経路による急性毒性に比べ著しく強い

吸入毒性が認められる場合は、試験成績の提出を要する。 

ただし、90 日間反復吸入投与毒性試験成績を提出する場合は、提出を要しな

い。 

⑦ 90 日間反復吸入毒性 
△ △ 

28 日間反復 吸入毒性試験の結果から、他の暴露経路による 短期毒性 に比べ著

しく強い吸入毒性が認められる場合 又はくん蒸剤等、有効成分の揮発性が高
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い農薬の場合 は、試験成績の提出を要する。 

⑧ 21/28日間反復経皮投与毒性 

△ △ 

急性経皮毒性試験の結果から、他の暴露経路による急性毒性に比べ著しく強い

経皮毒性が認められる場合は、試験成績の提出を要する。 

ただし、90 日間反復経皮投与毒性試験成績を提出する場合は、提出を要しな

い。 

⑨ 90 日間反復経皮投与毒性 
△ △ 

21/28 日間反復経皮投与毒性試験の結果から、他の暴露経路による短期毒性に

比べ著しく強い経皮毒性が認められる場合は、試験成績の提出を要する。 

⑩ 遺伝毒性 

 A) 復帰突然変異（in vitro ） 〇 〇  

B) 染色体異常（in vitro ） 〇 〇  

C) 小核（in vivo ) 〇 〇  

D) 遺伝子突然変異又は DNA

損傷（in 

vivo ） 

△ △ 

復帰突然変異（in vitro ）の試験結果が陽性又はその疑いがある場合は、生体に

おける遺伝毒性の情報を得るために試験成績の提出を要する。 

⑪ 慢性毒性 

○ × 

発がん性との併合試験を提出することができる。 

発がん性との併合試験の結果、非遺伝毒性によると考えられる発がん性等がみ

られた場合には、追加試験等により予想される作用機序を検討した結果を報告

すること。 

⑫ 発がん性 

○ × 

2 種の動物（通常、ラット及びマウス）に供試した試験成績の提出を要する。

なお、1 種については、慢性毒性との併合試験を提出することができる。 

試験の結果、非遺伝毒性によると考えられる発がん性等がみられた場合には、

追加試験等により予想される作用機序を検討した結果を報告すること。 

⑬ 繁殖毒性 ○ ○  

⑭ 発生毒性 ○ ○ 2 種の動物（通常、ラット及びウサギ）に供試した試験成績の提出を要する。 
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⑮ 発達神経毒性 

△ △ 

神経毒性や繁殖毒性等の他の毒性試験の結果から、成熟動物又は発達段階の動

物に投与に関連する神経学的影響（臨床神経毒性症状、機能/行動影響、脳重量

変化、神経系の奇形、神経組織病理学的所見等）が認められ、発達期の神経毒

性を確認する必要がある場合は、試験成績の提出を要する。 

⑯ 急性神経毒性 

△ △ 

急性経口毒性試験における一般状態の観察及びラットを用いた 90 日間反復経

口投与毒性試験における詳細な状態の観察、機能検査、病理組織学的検査等に

おいて、致死量未満の用量で特異的な神経毒性を示唆する所見のないことが確

認でき、かつ、既知神経毒性物質と化学構造に類似性がない場合、又は反復経

口投与神経毒性試験若しくは 28 日間反復経口投与神経毒性試験（OECD Test 

No.424）で神経毒性が示唆されない場合は、試験成績の提出を要しない。 

⑰ 急性遅発性神経毒性 

△ △ 

次の①又は②に該当する場合は、試験成績の提出を要しない。 

①急性毒性試験等他の試験成績から、有効成分がコリンエステラーゼ阻害性を

有さないと認められる場合 

②有効成分がりん酸エステル系で、かつ、コリンエステラーゼ阻害性を有する

化合物ではない場合 

⑱ 28 日間反復投与遅発性神経毒性 

△ △ 

急性遅発性神経毒性試験成績を提出する必要がない場合、又は急性遅発性神経

毒性試験の結果から、明らかに遅発性神経毒性がないと認められる場合は、試

験成績の提出を要しない。 

⑲ 反復経口投与神経毒性 

△ △ 

神経毒性と一般毒性を関連付けて評価するために、反復経口投与毒性との併合

試験成績を提出することができる。 

ラットを用いた 90 日間反復経口投与毒性試験等にお ける詳細な状態の観察、

機能検査、 病理組織学的検査等において、致死量未満の用量で特異的な 

神経毒性を示唆する所見のないことが確認でき、かつ、既知 神経毒性物質と

化学構造に類似性がない場合、又は 28 日間反復経口投与神経毒性試験 
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（OECD Test No.424）で神経毒性が示唆されない場合は、試験成績の提出を要

しない。 

⑳ 添加物及び不純物の毒性 〇 〇  

㉑ 解毒方法又は救命処置方性 

△ △ 

次の①～③のいずれかに該当する場合は、試験成績の提出を要する。 

①急性経口毒性試験において半数致死量が 300 mg/kg 以下 

②急性経皮毒性試験において半数致死量が 1,000 mg/kg 以下 

③急性吸入毒性試験において半数致死濃度が、ガスの場合は 2,500 ppm 以下、

蒸気の場合は 10 mg/L 以下、ダスト又はミストの場合は 1 mg/L 以下 

有効成分が食品等に広く利用されており、人に対して安全であることが明らかな場合は、上記試験成績の提出を要しない。ただし、窒素、 デン

プン等食品として一般に広く利用されており、 特に安全と認められる物質を除き、復帰突然変異（in vitro ）については、化学物質の毒性に関す

る基本情報として位置付けられていることから、試験成績の提出を要する。 

誘引剤等、有効成分等が封入された状態で使用される場合は、急性経口毒性を除く上記の試験成績の提出を要しない。 

忌避剤、殺そ剤、ナメクジ駆除剤等、配置して使用され、かつ、農薬使用者の暴露がないことが明らかな場合は、急性経口毒性、急性経皮毒性、

皮膚感作性及び復帰突然変異（in vitro ）を除く上記の試験成績の提出を要しない。 

粉衣など種子等に直接付着させて使用される農薬等、適用農作物の生育の初期段階において使用されること等の理由により、当該農作物を通し

て人が有効成分等を摂取するおそれがきわめて低いと認められる場合は、慢性毒性、発がん性及び繁殖毒性について、試験成績の提出を要しな

い。 

 

提出した毒性試験で観察された所見をさらに確認するため、必要な試験成績を提出することが望ましい。（例えば、免疫毒性、内分泌かく乱に関

する試験等） 
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３．通知の別添の＜人に対する影響＞のロの「28 日間反復吸入毒性」から「90 日間反復経

皮投与毒性」の改正（案） 
（下線部分は改正部分） 

28 日間反復吸入毒性 
１ ．目的 

被験物質を 28 日間にわたって反復吸入暴露したときに生じる毒性変化及び毒性変化の

認められない最高投与量（無毒性量）についての科学的知見を得ることにより、農薬使用

時の安全な取扱方法を確立すること等。 
 
２．試験方法 

OECD Test No.412: Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study 
 

 
90 日間反復吸入毒性 

 
１ ．目的 
被験物質を 90日間にわたって反復吸入暴露したときに生じる毒性変化及び毒性変化の

認められない最高投与量（無毒性量）についての科学的知見を得ることにより、農薬使用

時の安全な取扱方法を確立すること等。 
 

２．試験方法 
OECD Test No. 413: Subchronic Inhalation Toxicity: 90-day Study 

 
 

21/28日間反復経皮投与毒性 
１ ．目的 
被験物質を 21又は 28日間にわたって反復経皮投与したときに生じる毒性変化及び毒性

変化の認められない最高投与量（無毒性量）についての科学的知見を得ることにより、農

薬使用時の安全な取扱方法を確立すること等。 
 
２．試験方法 

OECD Test No. 410: Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-day Study 
 
 

90 日間反復経皮投与毒性 
１ ．目的 

被験物質を 90 日間にわたって反復経皮投与したときに生じる毒性変化及び毒性変化の

認められない最高投与量（無毒性量）についての科学的知見を得ることにより、農薬使用
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時の安全な取扱方法を確立すること等。 
 
２．試験方法 

OECD Test No.411: Subchronic Dermal Toxicity: 90-day Study 
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欧州における経皮・吸入投与による短期毒性試験の要求状況 

 

 

欧州においては、欧州委員会規則等によりデータ要求を定めており、経口以外の投与経路

による短期毒性試験については、専門家の判断による条件付き要求となっている（詳細：表

を参照）。 
反復経皮投与毒性試験については、「ヒトのリスク評価のため、強い刺激性がなければ、

追加の経皮試験はケースバイケースで要求される」としており、具体的な試験方法としては、

28 日間反復経皮投与試験及び 90 日間反復経皮投与試験を採用している。 
反復吸入毒性試験については、「揮発性の有効成分(蒸気圧が > 1 ×10 –2Pa)については、吸

入投与による短期毒性試験が実施されるべきかの決定には、専門家の判断（例えば、投与特

異的な代謝データに基づき）が必要である」としており、具体的な試験方法としては、28 日

間反復吸入毒性試験及び 90 日間反復吸入毒性試験を採用している。 

 

 

表：欧州委員会規則等 
Regulation (EU) No 283/2013; ANNEX; SECTION 5 Toxicological and metabolism studies1（抄） 

5.3. Short-term toxicity 
5.3.3. Other routes 

Circumstances in which required 
For human risk assessment additional dermal studies shall be considered on a case by case basis, 
unless the active substance is a severe irritant. 
 

For volatile active substances (vapour pressure >10 –2 Pascal) expert judgement (for example based 
on route-specific kinetic data) shall be required to decide whether the short term studies have to be 
performed by inhalation exposure. 

 
  

 
1 COMMISSION REGULATION (EU) No 283/2013 of 1 March 2013 setting out the data requirements for active substances, in 

accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant 
protection products on the market (URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0283) 

 

令和３年３月 24日 農業資材審議会農薬分科会（第 24 回） 
令和３年３月 12日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回）（決定） 

  
 添付資料２－１ 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0283


 
 

Commission Communication in the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No 
283/2013 of 1 March 2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with 

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of 
plant protection products on the market2（抄） 

Reference to Part A of the 
Annex to Regulation (EU) No 

283/2013 
Test methods 

Guidance 
documents 

5.3.3. Other routes Method B8 Repeated dose (28 days) toxicity (inhalation) 
(Annex to Regulation (EC) No 440/2008). 
 

Method B.9 Repeated dose (28 days) toxicity (dermal) 
(Annex to Regulation (EC) No 440/2008). 
 
Method B.28 Sub-chronic dermal toxicity test: 90-day 
repeated dermal dose study using rodent species (Annex to 
Regulation (EC) No 440/2008). 
 
Method B.29 Sub-chronic inhalation toxicity study 90-day 
repeated inhalation dose study using rodent species (Annex 
to Regulation (EC) No 440/2008). 
 
OECD Test Guideline 410: Repeated dose dermal toxicity: 
21/28-day study. 
 
OECD Test Guideline 411: Subchronic dermal toxicity: 90-
day study. 
 
OECD Test Guideline 412: Subacute inhalation toxicity: 
28-day study. 
 
OECD Test Guideline 413: Subchronic inhalation toxicity: 
90-day study. 

－ 

 

 
2 Commission Communication in the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No 283/2013 of 1 March 

2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European 
Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013XC0403(02)) 
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米国における経皮・吸入投与による短期毒性試験の要求状況 

 

米国においては、連邦規則コード 1によりデータ要求を定めている（表を参照）。 

反復経皮投与毒性試験については、食用作物へ使用する場合には、原則、21/28 日間の試

験が要求され、90 日間の試験については、①皮膚経路が主要な暴露経路になる場合又は②

有効成分が経皮経路と経口経路で異なって代謝され、代謝物に毒性がある場合に要求され

る。他方、非食用作物のみに使用の場合には、90 日間の試験が必須となっている。ただ

し、ガイダンス 2では、規制当局が意思決定するのに十分な情報が重要であること、不要

な動物実験を回避すること等の理由から、化学物質の毒性又は暴露プロファイルによって

は、21/28 日間の試験で十分であるとされている。 
反復吸入毒性試験については、「ガス、蒸気あるいはエアゾールのように農薬への重要な

反復吸入暴露の可能性がある場合に要求する」としており、原則、90 日間の試験を採用し

ているが、暴露量や暴露期間を考慮の上で、より短い試験期間であっても、評価には十分

な場合があり、申請者は当局と相談すべきとしている。 
 

表：§158.500   Toxicology data requirements table（抄） 

Guideline Number Data Requirements 
Use Pattern Test substance to support 

Test Note No. 
Food Nonfood MP EP 

Subchronic Testing 

870.3200 21/28-day Dermal R NR TGAI TGAI and EP 10, 11 

870.3250 90-day Dermal CR R TGAI TGAI and EP 11, 12 

870.3465 90-day Inhalation - rat CR CR TGAI TGAI 13, 14 
R = Required; CR = Conditionally required; NR = Not required; MP = Manufacturing-use product; EP = End-use product; TGAI = 
Technical grade of the active ingredient 
10. Required for agricultural uses or if repeated human dermal exposure may occur. Not required if an acceptable 90-day dermal toxicity 

study is performed and submitted. 
11. EP testing is required if the product, or any component of it, may increase dermal absorption of the active ingredient(s) as determined 

by testing using the TGAI, or increase toxic or pharmacologic effects. 
12. Required for food uses if either of the following criteria is met: 

(i) The use pattern is such that the dermal route would be the primary route of exposure; or 
(ii) The active ingredient is known or expected to be metabolized differently by the dermal route of exposure than by the oral route, 

and a metabolite is the toxic moiety. 
13. Required if there is the likelihood of significant repeated inhalation exposure to the pesticide as a gas, vapor, or aerosol. 

 
1 Data requirements for pesticide, the Code of Federal Regulations (CFR) at 40 CFR Part 158（URL：https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/text-idx?SID=738c16c85042ce20aec41a65fa12977e&node=40:24.0.1.1.9&rgn=div5） 
2 Part 158 Toxicology Data Requirements: Guidance for Neurotoxicity Battery, Subchronic Inhalation, Subchronic Dermal and 

Immunotoxicity Studies（URL：https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-02/documents/part158-tox-data-
requirement.pdf） 

令和３年３月 24 日 農業資材審議会農薬分科会（第 24回） 

令和３年３月 12 日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回）（決定） 
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14. Based on estimates of the magnitude and duration of human exposure, studies of shorter duration, e.g., 21- or 28-days, may be 
sufficient to satisfy this requirement. Registrants should consult with the Agency to determine whether studies of shorter duration 
would meet this requirement 

Part 158 Toxicology Data Requirements: Guidance for Neurotoxicity Battery, Subchronic Inhalation, 
Subchronic Dermal and Immunotoxicity Studies（抄） 
 
II. Background の第２段落 

Consistent with OPP’s Guiding Principles for Data Requirements, the goals of this document are 
to ensure there is sufficient information to reliably support registration decisions that are protective 
of public health and the environment while avoiding the generation and evaluation of data that does 
not materially influence the scientific certainty of a regulatory decision. It is important to only 
require data that adequately inform regulatory decision making and thereby avoid unnecessary use 
of time and resources, data generation costs, and animal testing. Delayed regulatory decisions affect 
the delivery of health and environmental protections and access to benefits such as pest management 
tools and safer products. This guidance promotes the full use of existing knowledge to focus on the 
data needed for a scientifically sound and credible characterization of a specific pesticide’s risk 
profile for the exposure scenarios of interest and will provide consistency in the determination of 
toxicology data needs across OPP divisions. 

 
III. Principles for Risk-Based Decisions on Requiring Studies 
2) Subchronic (28 or 90-Day) Inhalation Toxicity Study (870.3465) 

A repeated dose inhalation toxicity study is conditionally required (CR) if there is likelihood of 
significant repeated inhalation exposure to the pesticide as a gas, vapor, or aerosol. Based on 
estimates of the magnitude and duration of human exposure, studies of shorter duration, e.g., 28 
days, may be sufficient to satisfy this requirement. Registrants should consult with the Agency to 
determine whether studies of shorter duration would meet this requirement. 
In the absence of a repeated dose inhalation study, the agency frequently relies on oral toxicity 

studies to conduct inhalation risk assessments. In December 2009, the agency sought expert advice 
and input from its FIFRA Scientific Advisory Panel (SAP) on issues related to this route-to-route 
extrapolation approach in the absence of an inhalation toxicity study (i.e., the use of oral toxicity 
studies for inhalation risk assessment). Based on the SAP’s recommendations in the March 2, 2010 
Final Report, the agency has increased its focus on the uncertainties associated with route-to-route 
extrapolation and is presently considering the need for inhalation toxicity studies more frequently. 

To determine the need for additional data to address inhalation toxicity, reviewers should use a 
WOE approach that builds on considerations developed in 20021 and the findings discussed in the 
2010 SAP Report2. The WOE approach considers all relevant hazard [toxicity, metabolism and/or 
pharmacokinetics (PK), human data], physical-chemical properties, and exposure (including the 
margins of exposure (MOEs) from the most recent risk assessment) information as detailed below: 
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(i) Physical-chemical properties: Vapor pressure and Henry’s law constant are key considerations 
with respect to exposure from volatilization of the chemical after sprays have settled as these 
properties relate to volatility. 

(ii) Use pattern and exposure scenarios: The degree of inhalation exposure in the form of 
aerosolized droplets or particles/dusts droplets is influenced by the use pattern and exposure 
scenarios. The entire array of exposure scenarios should be considered and the scenarios where 
inhalation exposures are the highest should be identified. Particular consideration should be 
given to the type of application equipment such as air blast and aerial as well as trigger pump 
sprays and aerosol can dispensers that are more likely to lead to higher occupational handler 
inhalation exposure. Particle size of aerosols may be an additional factor to consider for some. 

(iii) Margins of Exposure (MOEs): MOEs are calculated using a PoD from an oral toxicity study 
provide benchmarks for risk concerns. Reviewers generally consider MOEs from 10-100X 
over the Level of Concern (LOC) in combination with other factors such as use pattern, 
exposure scenarios, exposure data and assumptions used in the MOE calculations to determine 
overall risk concerns in the absence of data from an inhalation toxicity study. The Level of 
Concern (LOC) is generally defined by the total uncertainty/extrapolation factors applied. This 
often includes the 10X factors for interspecies and intraspecies extrapolation and may include 
other factors such as the FQPA 10X Safety Factor or a database uncertainty factor. This range 
of 10X-100X is derived from comments from the SAP in the 2010 report that indicate that 
toxicity resulting from oral exposure is not always a good predictor of toxicity derived from 
the inhalation route. 

(iv) The Overall Toxicity Profile: The toxicological profile of the subject chemical and the profile 
of pesticides which share the same MOA and/or are in the same chemical class may provide 
important information with respect to potential inhalation toxicity. Specifically, if inhalation 
toxicity data for pesticides which share the same MOA and/or are in the same chemical class 
suggest more sensitive inhalation effects, an inhalation toxicity study may be required 
regardless of MOE. Portal-of-entry irritation potential should also be considered for those 
chemicals showing irritation type effects via the oral or dermal route as these may also result 
in inhalation toxicity to the respiratory system. Consideration of the acute toxicity data (eye 
irritation, dermal irritation, sensitization, corrosivity, acute inhalation toxicity) may also 
inform the concern for localized repeated inhalation effects and metabolism/pharmacokinetic 
data may inform the concerns for systemic toxicity concerns. 

Database Uncertainty Factor (UFDB): If the WOE demonstrates that a subchronic inhalation 
toxicity study is required, then the 10x UFDB will be retained only for inhalation risk assessment 
scenarios and relevant durations that may be impacted by the results of this study. Where the 10x 
UFDB is applied, it would generally be retained until such data become available or other factors 
support reconsideration of the data requirement (e.g., changes to the exposure potential). 
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3) Subchronic (21 or 90 Day) Dermal Toxicity (870.3200; 870.3250)  
The use pattern determines the requirement for a repeated dose dermal toxicity study [ (i.e., 

Required or Conditionally Required (CR)]. A 21/28-day dermal toxicity study is required for food-
use chemicals. The duration of this study is judged to be of adequate duration because higher tiered 
oral studies (i.e., chronic or carcinogenicity studies) are available which can potentially be used for 
dermal risk assessments. A 90-day study is required for non-food use chemicals. However, the 
Agency believes that depending on the toxicological and/or exposure profile of the chemical, the 
21/28-day dermal toxicity test may be sufficient in duration. For other chemicals, 21/28-day duration 
may not be sufficient. For example, professional applicators may be subjected to repeated exposures 
during the 3 months of peak summer infestations. Since for many pesticides there may be increased 
toxicity with increased exposure professional applicators may not be adequately protected with a 
21/28 day study. 
To determine the need for additional data to address dermal toxicity, reviewers should use a WOE 

approach that considers all relevant hazards (toxicity, metabolism and/or PK, human data), physical-
chemical properties, and exposure (including the MOEs from the most recent risk assessment) 
information as detailed below: 

(i) Physical-chemical properties: Molecular weight and log Kow (between -1 and +3.5) are 
considered in the WOE as these properties can aid in predicting those chemicals with high and 
low potential for dermal absorption. Other properties to consider include: physical state, 
solubility in water and non-polar solvents, vapor pressure (< 5 mmHg), and boiling point 
(liquid/solid) >15 C⁰. 

(ii) Use pattern and exposure scenarios: Scenarios that result in dermal exposure need to be 
considered in the WOE analysis for granting a waiver for the dermal toxicity study. This 
should include the product types (e.g., granular, wettable powder, etc) methods of application, 
exposure duration (short/ intermediate/long-term), and any potential for post-application 
exposures. 

(iii) Dermal absorption study: If an acceptable dermal absorption study is available, a dermal 
absorption factor (DAF) is derived from that study data. The DAF is used with the oral POD 
to calculate a dermal equivalent dose (DED). The DED can then be used as the POD in risk 
assessment in lieu of requesting a repeated dose dermal study. 

(iv) Margins of Exposure (MOEs:) MOEs are calculated using a PoD from an oral toxicity study 
provide benchmarks for risk concerns. Dermal absorption information can be used if available 
and sufficient quality. Reviewers generally consider MOEs approximately 10X over the LOC1 
in combination with other factors such as use pattern, exposure scenarios, exposure data and 
assumptions used in the MOE calculations to determine overall risk concerns in the absence 
of data from repeated dose dermal toxicity study. Use of oral studies in deriving MOEs for 
dermal exposure are often overly conservative, as such, the agency can consider a small 
margin above the LOC (i.e., 10X) compared to the inhalation study discussed above. 
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(v) The Overall Toxicity Profile: The toxicity profile of the subject chemical and the profile of 
pesticides which share the same MOA and/or are in the same chemical class may provide 
important information with respect to potential dermal toxicity. Consideration of the acute 
toxicity data (eye irritation, dermal irritation, sensitization, corrosivity, acute dermal toxicity) 
may also inform the concern for repeated dermal effects and metabolism/pharmacokinetic data 
may inform the concerns for systemic toxicity concerns. 

Database Uncertainty Factor (UFDB): If the WOE does not support granting a waiver of the 
subchronic dermal toxicity study, then the 10x UFDB will be retained only for dermal risk 
assessment scenarios and relevant durations that may be impacted by the results of this study. Where 
the 10x UFDB is applied, it would generally be retained until such data become available or other 
factors support a reconsideration in the data requirement (e.g., changes to the exposure potential). 
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１日作業面積の設定における使用回数の考え方 

1. 目的

 農薬使用者への反復影響評価では、農家自らが所有する農地に個人で散布すること

が想定される作物については、使用方法に当該農薬有効成分を含む農薬の最大使用

回数を定める場合には、経営面積や期間中の作業頻度を考慮して「1 日平均作業面

積」を定めることとした。

 農薬の最大使用回数は、(a) 対象となる農薬製剤の最大使用回数（本剤使用回数）

と、(b) 当該有効成分を含む他の農薬も含めた最大使用回数（総使用回数）、が定

められており、本剤使用回数と総使用回数が異なる場合、どちらの「使用回数」を

1 日平均作業面積の算出に採用するかを決定する。

2. 評価への活用の考え方

 本評価の目的に照らし、農薬使用者がシーズン中に使用できる最大回数を使用する

ことを前提として、以下の方針とし、農薬の登録申請において提出すべき資料につ

いて（平成 31年３月 29日付け 30消安第 6278号農林水産省消費・安全局長通知）

の別紙１の別添２「１日作業面積の設定」を別紙のとおり改正してよいか。

① 原則として、「総使用回数」で評価 する。

令和３年３月 24日 農業資材審議会農薬分科会（第 24回） 

令和３年３月 12日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回）（決定） 
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（別紙）

１日作業面積の設定の改正（案） 

（下線部分は改正部分） 

１．予測式における 1 日作業面積の考え方について 
（１）農薬を 1 日で散布する面積（1 日作業面積）は、その農薬を使用する作物とその

栽培規模、により異なるため、登録を取得する使用方法で作物ごとに推定する必要

がある。

（２）１日作業面積は、日本の栽培実態や防除実態を考慮し、急性影響評価および反復

影響評価について、主要な作物ごとに全国調査した結果を基に以下のように設定す

る。

① 急性影響評価では、より暴露量が大きい条件、すなわち、多く作業する農業者を

対象とし、すべての作物について、都道府県への調査結果の 75%タイル値を指標

に設定する。

② 反復影響評価では、

（ア）防除業者や共同防除組織により、期間中毎日防除が行われる作物について

は、都道府県への調査結果の 50%タイル値で算定する。

（イ）農家自らが所有する農地に個人で散布することが想定される作物について

は、経営面積や期間中の作業頻度も考慮した１日平均作業面積を設定する。

（３）今後、データの蓄積や更新、単位暴露量の見直し等があれば、必要に応じ、1 日
作業面積の見直しを行う

２．1 日作業面積 
（１）予測式の単位暴露量を策定した作物と散布方法の組み合わせについて、それぞ

れ、「農薬散布する日にどの程度の面積に散布するか」を全国 47 都道府県に調査し

た結果（表 1）を 1 日作業面積のデフォルト値（1 日標準作業面積）の設定に活用

する。

（２）１．（２）②（ア）の作物は、現時点では、芝と樹木類とする。

（３）上記以外の１．（２）②（イ）農家自らが所有する農地に個人で散布することが想

定される作物については、使用方法に当該農薬有効成分を含む農薬の最大使用回数

（含有する有効成分の種類ごとの総使用回数。以下「最大使用回数」という。）を定

める場合には、1 日標準作業面積（デフォルト値）を、以下のように、経営面積や

期間中の作業頻度を考慮して「1 日平均作業面積」に補正する。 
① その農薬を、1 シーズンに最大使用回数で、その所有する農地面積（経営面積）

を散布すると仮定し、それらを掛け合わせた値を 1 シーズンの日数で除したもの

を「1 日平均作業面積」とする。
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② 「1 日平均作業面積」は作物群単位で設定することにより、より実態を反映した

精緻な評価を行う。

③ 「1 日平均作業面積」の決定のための因子である「経営面積」は、農林業センサ

スでの全国調査結果を活用する。

（ア）1 回の散布に複数日かかる大規模な専業農家もカバーできるように、作物群

ごとに、全国農家の経営面積の 95％タイル値を予測式での暴露量計算に採

用。

（イ）ただし、手散布と機械散布の両方について暴露量調査結果がある野菜（平

面）、果樹（立体）および棚果樹については、機械散布と手散布でそれぞれそ

の想定される面積に応じて暴露量を推定することが可能と判断し、機械散布の

場合は 95％タイル値、手散布の場合は 75％タイル値、を採用。 
④ 1 シーズンの日数についても、過小評価とならないよう播種から収穫までの期間

が主要作物の中で最短となる葉菜類の日数（30 日）を採用。

⑤ それぞれの作物群の 1 日平均作業面積の算出にあたり活用したセンサスの調査作

物は表 2 のとおり。

（４）1 シーズンの最大使用回数が多い農薬について、算出した「1 日平均作業面積」

が「1 日標準作業面積」を超える場合には、１．（２）②（ア）と同様、「1 日標準

作業面積」を毎日防除作業すると想定することで農薬使用者の安全を担保する。

（参考）1 日標準作業面積と 1 日平均作業面積の例 

*表 1 50%タイル値、**表 2 より計算

作物
使用回数

（回）

1 日標準 
作業面積

(a）* 

1 日平均 
作業面積

（a）** 

農薬 A 
芝 5 40 －

きゅうり 3 15 6 

なし（手散布） 5 30 12 

なし（機械散布） 5 50 27 
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表１．都道府県への調査結果（農薬散布についての 1 日標準作業面積*） 
50%ile 75%ile 

水稲
手散布 100 200 

育苗箱 140 箱 240 箱 

野菜（立体） 手散布 15 20 

野菜（平面）
手散布 20 30 

機械散布 55 100 

果樹（立体）
手散布 30 50 

機械散布 50 100 

果樹（棚）
手散布 30 30 

機械散布 50 100 

芝 手散布 40 100 

* 単位は育苗箱をのぞき、a（アール）

表２．1 日平均作業面積の算出に活用する農林業センサス*1 の全国調査結果 
農業経営体当たりの作付面積(a) 

75%ile 95%ile 

穀類

稲 120 460 

麦類 640 1800 

その他 50 370 

野菜

いも類 40 560 

豆類
大豆、小豆 110 720 

その他 28 330 

うり科果菜類 10 60 

なす科果菜類 5 31 

葉菜類 15 100 

あぶらな属野菜

（葉菜類、根菜類以外）
5 82 

その他 39 200 

果樹

かんきつ類 75 200 

仁果類
なし以外 98 230 

なし 70 160 

核果類 40 94 

ベリー類等の小粒果実類 50 120 

その他 26 72 

*1 2015 年農林業センサス（平成 27 年 2 月 1 日現在）http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.htm
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農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第１回） 議事概要 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：令和３年３月 12日（金) 10:00～11:10 

場所：農林水産省消費・安全局第３会議室（WEB会議形式による開催） 

２ 出席委員（敬称略） 

石井雄二、上島通浩、櫻井裕之、関田清司、美谷島克宏 

３ 専門参考人（敬称略） 

磯田 実、今川輝男 

４ 概要 

〇 委員の互選により、櫻井委員を本部会の座長に選出。 

○ 事務局より、農薬使用者への影響評価法の見直しについて資料に基づき説明し、見

直しの方向性については了解。 

○ 委員からの主な御質問・御意見は以下のとおり。 

 

（１）不浸透性防除衣及び不浸透性手袋の定義の明確化について 

（委員）考え方はよいと思うがタイプ６以上と定義すると液状農薬に固体向けのタイプ

５を使用される可能性はないか【上島委員】。 

（事務局）通常規格を取得する場合、単独ではなく複数の取得が一般的であり、製品は液

状と固体の両方に使用可能なため問題ないとの判断。 

（参考人）単独で規格が取得されることはなく、例えば、タイプ５・６、タイプ４・５・

６、タイプ３・４・５・６と製品は複数の規格を取得されているため問題ない【磯

田参考人】。 

（委員）今後、着用を求める不浸透性手袋のクラスを農薬ごとに設定することもあり得

るのか。【美谷島委員】。 

（事務局）基本的に暴露時間が長い散布作業では、水で希釈して使用されるため農薬ご

との差異は少ないと考えるが、たとえば、事故等の情報があり、必要と判断する場

合には、リスク評価の結果によって農薬ごとに着用を求める防護装備のクラスを

設定する可能性もあり得る。 

（委員）防護装備は基本的に使い捨てと考えて良いか【美谷島委員】。 

（事務局）使い捨ての製品と再利用可能な製品の両方が存在する。使い捨てが望ましい

と考えているが、実情に合わせて指導していく。 

（参考人）使い捨ての防護服は汚染や破損がなければ再利用可能との考え方。また再利

用可能な防護服も汚染が除去できる場合は再利用可能と考える。ただし製品によ

っては洗濯により防護性能が劣化するため再利用は難しい【磯田参考人】。 

（参考人）手袋は農薬調製時等に高濃度の農薬に触れるなど、汚染が大きいため原則使

い捨てをお願いしたいと考える。マスクは使い捨てのものと再利用可能なものが
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あり、いずれも交換時期に達するまでは使用可能と考える【今川参考人】。 

（委員）防護服を着用後の暴露も考慮しないといけないのか【櫻井委員】。 

（参考人）防護服の取扱いには取扱説明書が付いているので説明書に従って使用頂く。

使用後は汚染されている外側を内側に、内側を外側にすることで、外に汚染が広

がらないように廃棄するのが一般的。一方、再利用する場合には、洗濯すると劣化

や汚染の可能性がある【磯田参考人】。 

（委員）JIS T8126 は市場に販売されている商品はないとのことだが、ISO27065 はどう

か【石井委員】。 

（参考人）ISO27065 も世界的に見て流通は少なく欧州の一部のみである。国内ではほと

んど流通がないため、入手するなら個人輸入となる【磯田参考人】。 

（委員）化学品全般では規格品の種類は多いが、農薬に絞ると少ない。これから広がって

いく可能性はあるか【櫻井委員】。 

（参考人）今回、通知等に記載し、防護装備の使用が求められることで需要は生じるので

販売される可能性は出てくる【磯田参考人】。 

（２）農薬使用者への影響評価における経口投与以外による短期毒性試験の取扱いの明確

化について

（委員）経皮と吸入による暴露の影響は全身影響を評価するのか。例えば労働安全の観

点から手荒れなどの局所的な影響はどのような評価となるか。【上島委員】。 

（事務局）導入したリスク評価は全身への影響を対象、局所的な影響は別途評価し、皮膚

刺激性、皮膚感作性等の急性毒性の程度に応じて防護装備の着用を義務づけてい

る。手荒れによる体内への吸収量の増加のような個人差については評価法の各係

数をより安全側に設定すること、毒性指標の設定で不確実係数を考慮することで

カバーしていると思慮。

（委員）投与経路により吸収量が異なり、毒性が増強されている場合は、経口投与の試験

結果を用いて評価は可能と考えられるが、局所的な作用やそもそも経口経路と他

の投与経路で作用点（毒性症状等）が異なる場合はどのように評価するのか【美谷

島委員】。 

（事務局）毒性の作用点が同じであり、経口よりもその他の経路の方が強い影響が認め

られる場合には、不確実性係数を用いることで経口毒性試験を活用して可能な限

り評価。一方、投与経路により毒性が生じるメカニズムが異なる可能性が示唆さ

れる場合には、経皮又は吸入投与による毒性試験が必要と思慮。 

（委員）今後、PK(薬物動態)のデータがますます重要になってくる【美谷島委員】。 

（委員）経口と吸入の吸収率は 100％か【上島委員】。 

（事務局）吸入の吸収率は 100％。経口は動物代謝試験での腸管からの吸収率を適用す

る。 

（３）１日作業面積の設定における使用回数の考え方

委員からの意見なし

（以上）
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